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南谷委員長

議会総務課長

【開会＝午前９時５６分】

ただいまから広報広聴委員会を開催いたします。

本日は、まず初めに議会だよりの編集についてを議題といた

します。

それでは５月１日発行の議会だよりについて事務局から説

明願います。

説明いたします。まず印刷業者との契約状況ですが、管財課

での契約手続きが終わり、作業に取りかかっていただいていま

す。通常は見本をお示ししているところですが、契約手続きに

時間を要したことから、まだ見本ができておりませんので、レ

イアウトのイメージと記事の原稿をもとに説明を行いますの

でよろしくお願いします。

今回の議会だよりは５月１日発行のＮｏ．１７８号というこ

とで進めております。

１ページ目、表紙につきましては写真の掲載となります。川

柳委員から、桜並木を散歩する親子の写真をご提供いただいて

いますので、その写真で作業を進めています。

次に、１ページ目の下段でございます。こちらにつきまして

は、主な内容、目次の掲載となります。内容については、お手

元に原稿がありますのでご覧ください。

２ページについては、３月定例会の概要とピックアップとし

て３月定例会に上げられた議案から取り上げた記事の掲載と

なります。

３ページから５ページについては、質疑、人事案件、発議、

議会改革中間報告などを掲載し、５ページの４段目に傍聴の呼

びかけ、手話通訳の案内、広報広聴アプリマチイロ、Ｆａｃｅ

ｂｏｏｋについて掲載します。傍聴の呼びかけにつきまして

は、次回の定例会は６月３日金曜日午前１０時からになります

ので、そのように記載します。また、前回と同様にコロナウイ

ルス感染症による傍聴の制限についても記載します。

６ページから１１ページにかけては、一般質問を掲載しま

す。今回は１６人が一般質問されましたので、６ページの上段

に、質問議員一覧、中段に会議録検索、録画映像中継のお知ら

せを掲載し、その下から１人３分の１ページずつ掲載していき

ます。今回はお手元に各議員から提出された原稿をほぼそのま

ま統一様式に落とし込んだものを手元にお配りしています。イ

ラスト等の掲載、行数、文字数がオーバーしている場合など、

個別に調整をお願いしていきますのでよろしくお願いします。
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南谷委員長

議会総務課長

南谷委員長

川柳委員

南谷委員長

川柳委員

南谷委員長

また、この後会議録等との突合せ等の確認や書き言葉への修正

の過程などもありますので、校了までに変更が発生しうること

がありますのでご承知おきください。

最後に１２ページ目になりますが、３月定例会の審議結果と

賛否一覧を掲載します。

その他、誤植等が多々ありますので適宜修正を加えていきま

す。現時点での経過については以上となります。

ありがとうございます。年度初めということで、契約が終わ

ってからの作業という流れで、ちょっと作業が今までとは流れ

がちょっと違いますが、ページごとに見ていきたいと思いま

す。最初に 1 ページ、表紙の写真とタイトルといったところで

すが、これは縦に変わるんですか。それともこのままなんです

か。

この写真ということになりますと横になります。

この形が前提ということだそうです。

それでは表紙と写真タイトルについて何かご意見がありま

したらお願いをします。写真はどこの場所でしょうか。

この写真については、小熊の西の県道をずっと走っていっ

て、橋を上がる手前を右へ曲がって、西小熊というふうに自分

は見ています。

これはどちらを向いていますか。

これは西向きです。実はあと１週間もすると、竹鼻別院の藤

も満開なんです。それで、私も広報委員会に所属して、ずっと

広報委員会ばっかりやっているんですけど、この時期になると

必ず藤に切り替えるというふうになるんですけど、今回桜があ

まりにも美しかったので、藤になるかなと思ったんですけど、

皆さんのご意見を聞いて、桜でまだ許されるのであればこれも

いいかなと思って提出した次第です。

最近はずっと藤が多いですよね。藤の印象が残っていますの

で、今まで通りかそれともちょっと雰囲気を変えて桜でいくか

ということですが、皆さん何かご意見はございますでしょう

か。特にないようですので、川柳委員はどんなお気持ちでしょ

うか。
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川柳委員

南谷委員長

堀委員

南谷委員長

毛利委員

後藤委員

南谷委員長

川柳委員

私は今年も藤になっちゃうのかなと思ったし、私も藤には力

を入れている１人なんですけど、毎年同じでもどうかなと思っ

たので、今回は桜という提案をして、皆さんの方で揉んでもら

えばいいと思います。

意向としては毎年毎年同じよりも、今回ちょっと変えてみよ

うという、立派な桜の写真が撮れていますし。

この写真の桜、本当に追い被さっていい写真ということを思

います。しかし、ちょっと今考えて思ったのは、要は羽島市の

桜祭りというと桜堤サブセンターで行われているわけで、今年

は多分実施されていない、私も見に行ったんですが、のぼりも

何も看板らしきものも何もなかったというようなことであり

ますが、どこでもいいというふうに思うんですが、そういう桜

堤サービスセンターの方はこんなに綺麗ではないかなという

ふうな思いをしておるわけですが、そんな意味で、どこの桜で

もいいと思うんですが、羽島は桜祭りというと桑原の桜堤サブ

センターになるわけですよね、そんなことで一つの提言とい

う、そんなことで言わせていただきました。

場所の選定ということですが、他に何かご意見は、今から桜

を撮り直すということはできませんので、桜堤はこういうトン

ネルになっていましたっけ、なってないですよね。今年藤にし

て来年桜堤に挑戦してもらうということも考えられますが、こ

れは場所としては美濃路街道の桜ということですけれど、どう

されますか。

やはりいろんなところを知ってもらえるのはいいことだと

思いますので、例えば美濃路街道というのもまた一つ面白いん

じゃないかなと思うんだけど、以上です。

大変ほのぼのとというか、心安らぐいい写真だと思うので、

ぜひこれを載せていただきたいと思います。キャプションでさ

っき言われたように小熊町地内の美濃路街道の桜堤とか、境川

桜堤とか、そんなようなものを入れていただいて、今年はこれ

でいいんじゃないかなと思います。

写真はこの親子が非常にアクセントになってとってもいい

写真だと思うんですが。

これが映ってなかったら私も提案しなかったかもしれない
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堀委員

南谷委員長

南谷委員長

議会総務課長

南谷委員長

川柳委員

南谷委員長

南谷委員長

です。実はたまたまお散歩なさってみえて、本当にいい感じで

往復してみえて、一応これを使わさせていただいていいですか

というふうで、自分の名刺も出しました。了承はいただいてい

ます。もしそれでも足りなければ、このご家族の顔写真が写っ

たものもありますので、探して了承をもらいに行きますが、私

は今のところこれで了承もらっているというふうに思慮して

います。以上です。

私も今桜堤サブセンターと言いましたが、やはりこれだけ良

い写真ですので、藤の方がずっと長いこと続いておりますの

で、藤は１回休むなら休むで、今回はこの美濃路街道というよ

うな名前を入れて、こちらは北部の方の市民が見に来るとか、

そのようなこともありますので、そんなことでいいと思いま

す。

ありがとうございます。それではこの写真に決めさせていた

だくということでよろしいですか。

（異議なし）

それではよろしくお願いします。あと他に１ページ、表紙と

かで。

タイトルの方もお願いします。

美濃路という言葉を入れるっていうのは今ありましたけど。

私が撮りに行ったイメージは、青と黄色のウクライナだった

んですよ。でもたまたま桜を写しましたけど、そんな思いも入

れたいなと思ったけど、ややこしくなるので、もう少しちょっ

と、今考えますので。

いつも川柳委員に頼って申し訳ないです。また後ほどという

ことで、他に表紙の写真、タイトルについて何かありますか。

（特になし）

ないようですので、次に２ページから５ページまでの３月定

例会の概要などについてですから、２ページから５ページ、人

事案件、陳情・請願、議会改革中間報告までということですね。

ちょっとこの原稿を読むのはなかなか骨が折れますが、もし何
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近藤議員

南谷委員長

近藤議員

議会総務課課長

補佐

南谷委員長

議会総務課長

南谷委員長

かありましたらよろしくお願いします。

記事の内容ではないんですけれども、５ページのＦａｃｅｂ

ｏｏｋ、羽島市議会の公式Ｆａｃｅｂｏｏｋ、結構いいねって

やってる人いるんかね。

データありますか。

自分でやるときは積極的に自分から友達申請してやってる

んだけど、例えばＦａｃｅｂｏｏｋに載せても、例えばいいね

が極端なこと４、５人しかいいやってないのか、それとも結構

見ていただけているのかということ。書いてあることは書いて

あるんだけど、そういう効果があるかということ。

積極的によその行政に対して、行政も岐阜市とかそれから近隣

の市町村の観光とか何か、友達申請して、積極的にやってるん

だけど、情報を得るために、そういう効果があるかなと思って。

確か平成３０年ごろにＦａｃｅｂｏｏｋを立ち上げさせて

いただきまして、書き込みをさせていただいて、どれだけ反響

があるかというところで、いいねの数を見させていただいてい

ました。どうしても投稿する内容が、奇をてらって面白いもの

というわけでもないので、正直に言ってしまえば少ないです。

いいねとしいただける数としては、指折り往復したぐらいかと

いう、当時の記憶ではそのように記憶しております。

ありがとうございます。数は行政情報で市民サービスに直結

する情報でもないし、なかなか数は上げにくいかなとは思いま

すけれど。これ市議会のホームページのアドレスとかＱＲコー

ドは出ていない、Ｆａｃｅｂｏｏｋの案内をしてるけれど、ポ

イントのバナーはあるんだけれど、ホームページのアドレスと

しては最後に発行者のところにちょっとアドレスがあるだけ

で、後から多分追加してきたから、こういう形になっているん

だろうと思うんですけれど。

６ページのあの一般質問の中に会議録とインターネットの

録画中継があるんですけど、こちらが市議会のホームページの

方に、市ホームページなんですけれども、市のホームページの

市議会のところに行くというかたち。

前だとインターネットでライブ中継しているとか、マチイロ

だとかＦａｃｅｂｏｏｋだとか、次のページで今の議事録とか
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川柳委員

南谷委員長

議会総務課長

南谷委員長

議会総務課長

川柳委員

南谷委員長

南谷委員長

録画中継とかがあって、本当は最初に市議会のホームページが

あって、そこからここというのが案内の仕方になるんだろうけ

れど、ちょっと工夫があってもいいかもしれないですね。今そ

れにそうこだわるわけではないです。

他に何かありますか。５ページまでですが、なかなかネット

上での市民への広報活動というのは、議会とするとなかなか難

しいものがあるかなと。市だと行政サービスということがある

ので皆さん関心を持たれますけど、議会はあまり行政サービス

という観点がないので、自ら情報取りに来る方が何人いらっし

ゃるかという話になりますから。

ちょっと事務局にお聞きしたいのですが、今回いわゆる新し

い業者さんというのはデザインも含めたご契約だと思うんで

すけど、全く今までのところと違いますか。特にデザインやレ

イアウトや文字の振り分けとか。

今までの業者さんと新しい業者さんは何か要するに出来栄

えとか、技術とか、そういうところ差があるのでしょうかとい

うご質問だと思うんですけれど、事務局さんわかりますか。同

じ業者だったらそんないいんですけど。

同じ仕様書で作っておりますので、差は特に、指定したもの

で。

もう入札終わっているんですよね。だったら業者名言っても

いいですよね。

浅野印刷です。過去にもやっていただいているので、元にな

るものがありますので。

安定しているということですね。

他に何かありますか。

（特になし）

ないようですので次へ進ませていただきます。次に６ページ

から１１ページまでの一般質問についてということです。各議

員が出された原稿を事務局の方で調整をしてもらっていると

いうことですが。

私の方から、星野議員は短いですが、スペースが余ってしま
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議会総務課課長

補佐

南谷委員長

南谷委員長

川柳委員

南谷委員長

川柳委員

いそうな気がしますけれど、何かご本人から言っていらっしゃ

いますか。その辺はお聞きになられるんですか。

今のところその辺の確認はこれからさせていただきますが、

仮にこのままということであっても、かつて議会だよりの関係

で、確か一番最初の意見交換会の議論の中で、若干スペースが

あってもいいんじゃないかという、そういった話もあったかと

思います。そういう意味で、ちょっとレイアウトをさせていた

だけるということで本人の了解をいただければそういう方法

も一つではないかと考えております。

あくまで議員本人の責任で作られますのでいいんですけれ

ど、一言こんなふうだよっていうことだけはお話をしておいて

あげてください。それでこのままと言われるのでしたら何の問

題もありませんので、あと何かありますか。まだ原稿としては

調整中のところもあるようですので、ここからまた修正がかか

る可能性はありますが。

（特になし）

ないようですので、最後に１２ページ、最後のページになり

ますが、審議結果、賛否一覧などについて何かお気づきの点が

ありましたらお願いします。原稿はないですので、何かと言っ

ても難しいですが、これは今までのように事実が淡々と載るだ

けになりますのでよろしくお願いをします。

以上で全ページにわたって協議しましたが、何かありますで

しょうか。なければこれで議会だよりについては終わります

が、それでは最後にもう一度川柳委員お手数おかけしますが。

今考えられるのは「（美濃路街道）の桜堤」に、あと何かの

メッセージを加えようと思って今思い悩んでいます。

それでは、川柳委員に案は一任をするということでよろしい

ですか。あまり有名ではないんですけど、この美濃路街道と街

道が重なっていたような、確か鎌倉街道だったかな。

ちょっと確認した方がいいと思うんですが、一応県道１６５

号線というのは、一応美濃路というのはＧｏｏｇｌｅマップで

出ているんです。美濃路で切ってあって、美濃路街道はついて

いないです。
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南谷委員長

川柳委員

南谷委員長

南谷委員長

南谷委員長

南谷委員長

こういう歴史になると細かいことに興味関心がとってもお

ありのご年配の方がいらっしゃって、美濃路だと鎌倉街道と重

なっているような気がするので、足近のところから美濃路が正

木の方へ降りていって、鎌倉街道が笠松の方へ行っているとい

う。

ちょっと２階で聞いてきます。

それではキャプションについては川柳委員に原案作成を一

任をするという形でお願いをします。他に何かありますでしょ

うか。

（特になし）

それでは議会だよりの編集については終了とします。それで

はその他ということになりますが、何かありましたらお願いを

します。

（特になし）

それではこれで終わりますが、議長さん何かありましたら、

副議長さんよろしいですか。

（特になし）

次回は、今日の結果等を踏まえた市議会だよりの校了、完成

版の確認ということになります。次回はこの前お話させていた

だいたように４月１５日金曜日午前１０時から広報広聴委員

会を開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

以上で広報広聴委員会を閉会いたします。お疲れさまでし

た。ありがとうございました。

【閉会＝午前１０時２８分】


